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■千葉県行政書士会東総支部無料相談会■　相続・贈与に関する書類や賃貸契約書、離婚協
議書などでお困りの方は、ご相談ください。　とき●4月10日（日）午後1時 30分～ 4時
ところ●コミュニティプラザ会議室　問合せ●千葉県行政書士会東総支部☎72-1639

■労災職業病なんでも相談会■　弁護士・社会保険労務士・ソーシャルワーカーなどが相談に
応じ、問題解決に当たります。　とき●4月30日（土）午後1時～ 4時
ところ●千葉市中央コミュニティセンター　問合せ●千葉中央法律事務所 ☎ 043-225-4567

合併処理浄化槽設置整備事業について

The information of the living暮らしに役立つ情報がいっぱいのコーナーです。
行事の詳しい内容は主催者に問い合せください。

住民課・税務課休日開庁日

4月24日（日）
【午前9時～午後5時】

子どもの健診と予防接種
会　場：保健福祉センター
受付時間：午後1時10分～1時45分
■予防接種
ポリオ●4月7日（木）
生後3カ月～90カ月未満の乳幼児
■健診
乳児健診●4月13日（水）
平成22年5月～6月生まれの乳児
と未実施者
2歳児歯科健診●4月12日（火）
平成20年11月～21年1月生まれ
の幼児と未実施者
3歳児健診●4月22日（金）
平成19年11月～12月生まれの
幼児と未実施者
■保健福祉課健康福祉係☎76-3185問

チーム代表者は必ず出席を
町民野球大会主将会議 

とき●4月 13日（水）午後7時
ところ●コミュニティプラザ研修室
大会期日●5月 8日（日）～
※大会参加費 10,000 円は主将会議
当日にお持ちください。

問合せ●コミュニティプラザ内
　教育課社会体育係☎76-7811

グリーンを狙え‼
町民ゴルフ大会 

とき● 6月 2日（木）【雨天決行】
ところ●多古カントリークラブ
参加費● 3,000 円
　（プレー代は自己負担）
競技方法●新ペリア方式
　18ホールストロークプレー
部門●一般男子・レディース・シニア 
（60歳代）・グランドシニア（70歳以上）
申込方法●4月12日（火）～30日（土） 
までに、コミュニティプラザで
配布する申込書に必要事項を記入

問合せ●コミュニティプラザ内
　教育課社会体育係☎ 76-7811

催しもの
今月の納税等
■軽自動車税
※口座振替日は5月2日（月）です。納期限後の
　再振替はできませんので、ご注意ください。

ごみの出し方
　回収日当日、朝8時までに決め
られたごみステーションへ出して
ください。
■可燃ごみ
ごみステーションごとに決めら
れた曜日で収集します。
なお、ゴールデンウィーク中、
29日（金）は祝日ですが、通常
どおり収集します。5月3日（火）・
5日（木）は収集がありません。
収集日以外はごみステーション
にごみを置かないようご協力を
お願いします。
■資源ごみ・不燃ごみ
必ず指定のシールや袋を使用
してください。土･日･祝日でも
収集します。
　久賀地区●5日・19日
　多古地区●6日・20日
　中・常磐地区●7日・21日
■粗大ごみ
電化製品や家具などの粗大ごみ
は、直接環境衛生組合に搬入し
てください。
　受付●平日および第２日曜日
　午前8時～11時30分
　午後1時～ 4時30分
　料金●100㎏ごとに400円
※エアコン、テレビ（ブラウン管・液晶・
プラズマ）、冷蔵庫（冷凍庫）、洗濯機、
衣類乾燥機は、リサイクル券（郵便局で
事前に購入）と別途料金が掛かります。

■匝瑳市ほか二町環境衛生組合
　　　　　　　　　　☎72-3036
　生活環境課環境係☎76-5406

問

ギャラリーなかまち

多古高生と一緒に
野菜や草花の実習教室

　生産流通科の3年生と一緒に行う
農業生産に関する実習教室です。
とき●5月11日（水）からスタート
　午後1時30分～3時20分【全10回】
ところ●多古高校実習農場
主な実習内容● 【5月】きのこ菌打ち、 
夏野菜の植え付け、春花壇の寄せ
植え 【6月】夏野菜の収穫ほか

募集人員●10人
費用●実費のみ負担
申込期間●4月1日（金）～25日（月）
申込み問合せ●多古高校生産流通科
　☎ 76-2557

優しい声と抱っこの温もり
0～1歳児『よみきかせの会』 

とき●毎月第 3木曜日
　4月 21日（木）からスタート
　午前 10時 30分～ 11時 30分
ところ●コミュニティプラザ
申込み問合せ● 4月 5日（火）から
　コミュニティプラザ内教育課
　社会教育係
　☎ 76-7811

県民の生命と財産を守る！
千葉県警察官を募集 

　詳細は、お問い合わせください。
職種 ･ 採用予定者数●①警察官Ａ 
（男性）165人程度②警察官Ｂ（男性） 
20 人程度③警察官Ａ（女性）40 人
程度③警察官Ｂ（女性）10 人程度

受付期限● 4月 19日（火）
試験日●【1次試験】 5月 8日（日）
　【2次試験】 6月上旬～中旬
問合せ●香取警察署警務課
　☎ 0478-54-0110

■ Tシャツで作る和ぞうり教室
とき● 4月 10 日（日）午前 10 時
持参物●Ｔシャツ
参加費● 700 円 【材料費込み】
申込み問合せ●やなぎや小間物店
　☎ 76-7066（日曜日を除く）
■牛革製リゾートサンダル製作教室
　かかとの低いタイプで、デザイン
は自分で考えていただきます。
とき● 4月 16 日（土）午後 1時
　17 日（日）午前 10 時
　（製作には 2日間の参加が必要）
参加費● 3,000 円 【材料費込み】
申込み問合せ●シューリぺアセンター 
カナムラ;090-2640-2265
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　合併処理浄化槽を新規に設置する方や既設の単独処理浄化槽・くみ 
取り便槽から合併処理浄化槽に転換する方に補助金を交付しています。
　補助基数には限りがありますので、早めにお申し込みください。

人槽区分
補助金限度額

新規設置
くみ取り便槽
からの転換

単独処理浄化槽
からの転換

5人槽 221,000 円 432,000 円 512,000 円
6 ～ 7 人槽 276,000 円 514,000 円 594,000 円
8 ～ 10 人槽 365,000 円 648,000 円 728,000 円

問合せ●生活環境課環境係☎ 76-5406

期　日 場　所 時　間

4月11日（月）
旧公民館五辻分館 午前9時30分～11時30分

旧飯笹農協倉庫 午後1時～3時

4月12日（火）

牛尾共同利用施設 午前9時30分～10時20分

船越共同利用施設 午前10時40分～11時30分

旧中農協倉庫 午後1時～3時

4月13日（水）

松崎神社 午前9時30分～10時20分

旧常磐農協倉庫 午前10時40分～11時30分

南玉造農村協同館 午後1時～2時30分

4月14日（木）

旧久賀小学校 午前9時30分～10時20分

旧久賀農協倉庫 午前10時40分～11時30分

十余三公民館 午後1時～1時50分

旧大門幼稚園 午後2時10分～3時

4月15日（金）
役場附属棟 午前9時～11時30分

　　〃 午後1時～3時

5月 8日（日） 　　〃 午前9時～11時30分

の予防接種と登録
犬の予防接種と登録を行います。
愛犬を連れて会場へお越しください。

料金●【新規登録】6,350円　【登録済】3,350円

問合せ●生活環境課環境係☎76-5406

　平成 23 年度
から、犬の鑑札 
および注射済票
が変わります。

募集

☆アメリカ空軍太平洋音楽隊－アジア☆

　アメリカ空軍所属のプロのバンドが多古町にやってきます。
　ロックやポップス、カントリー、Ｒ＆Ｂなど、懐かしい曲から最新のヒット 
曲まで、上質の音楽を聞かせてくれます。
とき● 4月 24 日（日）【開場】 午後 2時 30 分
　　　　　　　　　　【開演】 午後 3時
ところ●コミュニティプラザ文化ホール　料金●無料
問合せ●コミュニティプラザ内教育課文化係☎ 76-7811

■義援金受入口座（郵便振替）
　●日本赤十字社 【口座名義】 日本赤十字社　東北関東大震災義援金
　　（☎03-3437-7081） 【口座番号】 ００１４０－８－５０７

　震災の被害に遭われた方々には、心よりお見舞い申し上げます。
　「日本赤十字社」および「中央共同募金会」では、被災された方々への義援金
を受け付けています。皆様のご支援・ご協力をお願いいたします。

　●中央共同募金会 【口座名義】 中央共同募金会　東北関東大震災義援金
　　（☎03-3581-3846） 【口座番号】 ００１７０－６－５１８

『パシフィック・トレンズ　ポップ・コンサートin多古町』

東北関東大震災の義援金を受け付けています東北関東大震災の義援金

くらしの
情報

21 2011.4


